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があることや必ずしも耐性獲得が
誘導できるわけではないこと、耐
性の誘導に数年に渡る長期間の投
与が必要であることなど患者への
負担が多大であり、未だ研究段階
の治療法とされ一般診療として推
奨されていない3。しかし、免疫
療法が根本的治癒に至る治療法と
考えられているため、OIT治療プ
ロトコールの検討や、IgE中和抗
体やプロバイオティクスや生薬混
合エキスとOITの併用療法の検討
などさまざまな研究が進められて
いる。

実験的OITモデルの確立
　そこで、我々は食物アレルギー
治療のために、アレルギー症状を
発症する食物アレルギー病態モデ
ルマウスに対して臨床で行われて
いるOITと同様のOITを行う実
験的OITモデルを作製し、OITに
よる治療効果や治療機序の検討を
行い、さらにOITの問題点を改善
するために、漢方薬の葛根湯の併
用療法の有効性を検討した。本稿
では、この実験的OITモデルマウ
スに葛根湯を併用し治療効率が上
がった結果を紹介する。
　BALB/cマウスに卵白アルブミ
ン（OVA）を水酸化アルミニウ
ムゲルと混和し全身感作を行い、
その後、粗精製OVA溶液の経口
投与を繰り返し、アレルギー性消
化器症状を誘発させた（図1）。
この食物アレルギー病態モデルマ
ウスを用いて病態解析を行い、腸
管粘膜免疫系でのTh2型免疫応答
が過剰に亢進すること、結腸の粘
膜型マスト細胞の浸潤が増加する
ことを明らかにしている8。また、

これらTh2型免疫応答の過剰な亢
進や粘膜型マスト細胞の浸潤増加
が、症状の発症に寄与しているこ
とも明らかにしている8,9。このア
レルギー性消化器症状を発症する
食物アレルギー病態モデルマウス
に対してOVA投与による経口負
荷試験を行い、症状確認後に実験
的OITとして、現在臨床で行われ
ているOITと同様に食物抗原であ
るOVAを加熱処理し、0.5 mgか
ら、1 mg、2 mg、4 mg、8 mg、
12 mg、18 mg、20 mg（/日）と
段階的に投与量を増やしながら8
日間投与した。OIT後に再び経口
負荷試験としてOVAを投与し、
OITによる治療効果を検討した

（図2A）。

漢方薬の有効性
　多成分系の複合薬物である漢方
薬は、複数の治療標的に作用する
ことにより生体の病的なバランス
の偏りを改善することを目的とし
た方剤が多く、免疫系のバランス
の破綻が発症に関与するアレルギ
ー疾患の治療に対しても使用され
ている。そこで、我々はアレルギ
ー疾患のひとつである食物アレル
ギーに対しても漢方薬が有効であ

ると考え、食物アレルギー病態モ
デルマウスを用いた検討により、
葛根湯が腸管にFoxp3+制御性T
細胞を増加させ腸管粘膜免疫系で
過剰に亢進したTh2型免疫応答を
抑制し、アレルギー症状発症の予
防に有効であることを明らかにし
た8,10。そこで、OITの治療効率
を上げることや副作用を抑制する
ことに対しても葛根湯が有効では
ないかと考え、葛根湯とOITの併
用療法を検討した。

OITおよび葛根湯併用OITによる
治療効果
　消化器症状を発症する食物ア
レルギー病態モデルマウスに対
し、加熱OVA投与によるOITは、
OVA経口負荷試験による消化器
症状の発症率を未治療群（FA群）
と比較して有意に低下させ、食物
アレルギーに対する治療効果を示
した。OITと葛根湯の併用で発症
率はさらに低下し、OITのみより
もさらに強力な治療効果を示した

（図2B）。従って、葛根湯とOIT
の併用は有効であり、治療効率を
上げることを明らかにした。
　OITおよびOITと葛根湯の併用
療法の治療機序の検討として、腸
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図1． 消化器症状を発症する食物アレルギー
病態モデル

A：作製プロトコール、B：誘発した症状の典
型例を示す。（文献8より改変して引用）
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管粘膜免疫系に対する効果を明ら
かにするため、近位結腸における
Th2型サイトカインIL-4のmRNA
発現量をリアルタイムRT-PCRに
より測定した。Normal群と比較
して有意に増加したFA群のIL-4 
mRNA発現量は、OIT群で低く、
OIT+葛根湯群ではさらに低いこ
とを明らかにした（図3A）。また、
近位結腸から抽出したRNAを用
いた網羅的遺伝子発現解析によ
っても、リアルタイムPCRの結
果と同様に、Th2型応答関連遺伝
子群の発現量はFA群では高く、
OIT群では低く、OIT+葛根湯群
ではさらに低いことを明らかに
している13。従って、OITおよび
OITと葛根湯の併用療法により、
結腸において過剰に亢進したTh2
型応答が抑制されることを明らか
にした。
　次に、アレルギー性消化器症
状の発症に関与する粘膜型マス
ト細胞について検討を行った。
粘膜型マスト細胞に特異的に発
現するマウスマスト細胞プロテ
アーゼ1（mMCP-1）の血漿中濃
度をELISAにより測定し、粘膜
型マスト細胞の脱顆粒について
評価した。OIT+葛根湯群におい

て、FA群とOIT群に対し血漿中
mMCP-1濃度の有意な低下が認め
られた（図3B）。また、近位結腸
のRNAを用いた網羅的遺伝子発
現解析によっても、マスト細胞の
脱顆粒関連遺伝子群の発現量が
FA群では高く、OIT群で低く、
OIT+葛根湯群でさらに低いこと
を明らかにしている13。従って、
OITと葛根湯の併用療法により、
マスト細胞の脱顆粒が抑制される
ことが示唆された。
　制御性T細胞が免疫寛容の確
立に重要な役割を担っていること
や、経口免疫療法の機序のひとつ
として考えられていること、また
葛根湯による食物アレルギー発症

予防効果の機序のひとつとして制
御性T細胞の増加を明らかにし
ていることから10、Foxp3+制御
性T細胞の分布割合をフローサイ
トメーターにより測定した。結腸
の粘膜固有層の細胞における制御
性T細胞の割合はFA群に比較し
てOIT群で有意に増加し、OIT+
葛根湯群でさらに有意に増加し
た（図3C）。腸間膜リンパ節の単
離細胞および末梢血リンパ球中で
は、制御性T細胞の割合に有意な
変化はなかったため、食物アレル
ギーの治療に対して結腸の制御性
T細胞が重要な役割を担い、OIT
やOITと葛根湯の併用療法で制
御性T細胞が増加することによっ
て治療効果が示され、OITと葛根
湯の併用療法ではより制御性T細
胞が誘導されるため治療効果が高
いと考えられた。これまでに、制
御性T細胞によるTh2免疫応答の抑
制などにより寛容を誘導すること11 

や制御性T細胞がマスト細胞の脱
顆粒を抑制すること12が報告され
ていることから、この腸管での制
御性T細胞の誘導が重要な機序の
ひとつであり、制御性T細胞の作
用によって腸管のTh2型応答の抑
制やマスト細胞の脱顆粒の抑制が
誘導されたと推測された。
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図2．実験的経口免疫療法（OIT）モデルと治療効果
A：作製プロトコール。食物アレルギー病態モデルマウスに対して実験的OITとし
て加熱OVAを漸増させながら投与した。また、併用療法として葛根湯を加熱OVA
投与の1時間前に投与した。B：治療後のOVAの経口負荷試験による症状発症率を
示す。n＝46-48, **P ＜0.01, ***P ＜0.001（文献13より改変して引用）

図3．OITおよびOITと葛根湯の併用療法による効果
A：結腸におけるIL-4 mRNA発現量の変化。n＝5-14, mean±SE, *P ＜0.05, **P ＜
0.01、B：血漿中mMCP-1量の変化。n＝5-20, mean±SE, *P ＜0.05、C：結腸にお
ける制御性T細胞（Foxp3＋CD4＋T cell）の割合変化。n＝6-20, mean±SE, *P ＜
0.05, ***P ＜0.001、（文献13より改変して引用）


